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介護相談員を募集します

藤崎町食育推進協議会の委員を募集します

町では今年度より介護相談員派遣等事業を実施します。
町では、町民の皆さまと協働で食育推進の取り組みを行うため、町
介護相談員は町長から委嘱を受け、介護サービスの提供の場を訪問
民の代表となる委員を募集します。
し、サービス利用者やその家族などからサービスに関する不安や不
満・疑問などを聞いて、その実態を把握し、両者の橋渡しをしながら、 ☆募集要件
○町内に住所を有する20歳以上70歳未満の方
問題改善などの支援と介護サービスの質的向上のため活動する人です。
○委員として参画する意欲(食育や地産地消に関心がある)を有し、
事業の実施にあたり、介護相談員を下記のとおり募集しますので、
会議に出席できる方
皆さまのご応募をお待ちしています。
○町議員および町職員以外の方
※藤崎町附属機関等の公募委員の登用に関する要綱による。
☆応募資格
☆募集人員 １人
①満40歳以上の健康な方(40歳から介護保険第２号被保険者となるため)
☆任
期 委嘱の日から平成26年３月31日まで
②普通自動車免許を所持している方
☆報
酬 4,900円(会議１回の出席につき)
③月２回程度相談業務に従事でき、月１回程度の活動報告等連絡会
☆会議の開催 年１、２回程度(会議は平日に開催します。)
議に出席できる方
☆申込方法
④町が指定する介護相談員研修を受講できる方
農政課窓口にある申込用紙に必要事項を記入のうえ、同課まで提出
(費用は町が負担します)
してください。なお、応募多数の場合は選考させていただきますの
※研修予定：東京(前期７月22日～25日、後期８月28日)
でご了承ください。
その他町内での実習
☆申込締切 ６月28日(金)必着
⑤介護サービスを提供する事業所等の経営に関わりまたは勤務して
いない方
☆お問合せ 農政課農政係(内線2241)
☆募集人員 ２人
☆任
期 ２年以内
※委嘱を受けた日から翌年度の末日までとしますが、必要に応じて更
りんごニーズ対応型ビジネス拡大事業について
新することがあります。
☆報
酬 日額4,900円(交通費含む)
近年、りんごに対するニーズは生食だけでなく、スイーツや料理用
☆申込方法
など多様化しています。
市販の履歴書に必要事項を記入し、写真を貼付したうえ、申込先ま
このような変化を「ビジネスチャンス」として捉え、県では、生産
で郵送(申込期限当日の消印まで有効)または持参してください。
者、実需者(りんごを原料に活用した製品・商品を提供する業者)とも
※履歴書は返却いたしませんのでご了承ください。
にメリットがある“ウィン・ウィン”の関係を築くため、新たなビジ
☆申込締切 ６月14日(金)
ネス展開に興味をお持ちの方を対象に、関連する業種の方々の参画を
☆選考方法等
面接にて決定します。また選考結果は応募者全員にお知らせします。 仰ぎながら、現地視察研修や実需者との交流の場などを設け、その
きっかけづくりを支援していくこととしました。
☆そ の 他
興味をお持ちの方は、下記のとおりお申込みまたはお問合せください。
介護相談員として実際に活動する時期は10月頃からとなる予定です。
☆申込・お問合せ

福祉課介護保険係(内線2113、2114)

大雪により被害を受けた農作物や農業用施設の
再生・復旧に係る事業の実施要望調査について
昨年末からの大雪によって、果樹(りんご・ぶどう等)の枝折れや裂
開、パイプハウスの損壊が発生しています。また、融雪の遅れにより
ニンニクの病害発生が予想されるなど、本年の農業生産に重大な影響
が心配されています。
このため町では、大雪により被害を受けた農作物や農業用施設の再
生・復旧のため行う事業に対する助成を検討しています。ついては、
下記のとおり事業実施要望調査を行いますので、ご希望の方はお申込
みください。
☆対 象 者 藤崎町に住所を有する農家
☆対象事業
①枝折れや裂開の被害を受け、伐採するりんご等果樹の補植用苗木の購入
②損壊、倒壊した農業用パイプハウス(栽培等に係る用途に限る)の
修繕または再建
③ニンニクの春腐病発生が予察されるほ場に対する抗生物質系薬剤
を使用した防除(ただし、ＪＡへの出荷者は申込み不要です。)
☆実施期間 平成25年度中に実施の事業に限る
☆申込方法・締切
農政課に置いてある要望書に必要事項を記入のうえ、５月31日(金)
までに同課まで提出してください。
☆そ の 他
○助成内容に関しては要望調査を取りまとめた後、検討します。
○対象事業以外で大雪の影響による被害の復旧に係る事業の実施を
希望の場合は、お早めに農政課までご相談ください。
☆申込・お問合せ

農政課農政係(内線2243～2245)

☆申込方法
農政課窓口、または県庁ホームページの農林水産部りんご果樹課
ページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/)に掲載し
ている申込書に必要事項を記入のうえ、申込先までFAXでお申込みく
ださい。なお、FAXをお持ちでない方は電話にてお申込みください。
☆申込締切 ６月20日(木) ※申込締切後でも随時対応します。
☆申込・お問合せ

青森県農林水産部りんご果樹課(担当：佐藤)
☎017－734－9491 FAX017－734－8143

行政・人権合同相談所の開設について
町では「行政相談」と「人権問題」について、合同相談所を開きます。暮
らしの中で、行政と人権に対する意見・苦情・困りごとや要望などがあり
ましたら、お気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は厳守します。
☆日
区
場

時

５月22日(水) 午前９時～午後３時
分
藤 崎 会 場
常 盤 会 場
所
藤崎老人福祉センター
常盤老人福祉センター
◎行政相談委員
◎行政相談委員
加福 ちゑ子
三上 一
◎人権擁護委員
◎人権擁護委員
相談担当者
野呂 廣志、藤田 洋
佐藤 イツ子、福士 剛
荒谷 百合子
小野寺 福雄
◎青森行政評価事務所職員 ◎青森行政評価事務所職員
◎司法書士 藤本 祥平
～例えばこんなことで困っていませんか？～
年金、登記、環境衛生、生活保護、交通事故、土地建物の売買、
境界、金銭貸借、相続など

☆お問合せ

総務課行政係(内線2206、2207)

第９回藤崎町民体育大会ソフトボール競技を開催します

「法務局なんでも相談所」を開設します

☆日
程 ６月２日(日)※雨天中止
☆場
所 ライフコート平川(ソフトボール場・野球場)
☆競技方法 トーナメント方式
☆参加資格 男子(35歳以上)、女子(中学生以上)の町民
☆チーム編成 監督１名、選手17名以内
○男子(35歳以上、昭和54年４月１日生まれまで)と、女子(中学生
以上)の混合チームとします。
○女子２名は常時出場することとします。
☆申込締切 ５月24日(金)
☆組合せ抽選 ５月30日(木)午後６時30分～
スポーツプラザ藤崎「会議室」

青森地方法務局弘前支局、弘前人権擁護委員協議会では、６月１日
(土)の「人権擁護委員の日」にちなんで、６月８日(土)に公証人、司
法書士会、土地家屋調査士会の協力を受け、
「法務局なんでも相談所」
を開設します。

※開催要項・参加申込書は、行政連絡員に送付しています。
☆お問合せ

スポーツプラザ藤崎

☎75－3323

FAX75－4090

親子フラダンス教室体験会を開催します
ふじさきいきいきスポーツクラブでは、親子フラダンス教室の体験
会を開催します。フラダンスは、見た目は優雅ですが、思ったより運
動量があります。
親子でぜひ参加してみませんか。皆さまのご参加をお待ちしています。
☆日 時
☆場 所
☆参加料
☆持ち物

５月17日(金)、24日(金) 午後７時～午後８時30分
スポーツプラザ藤崎「柔剣道室」
会員300円、一般500円
スカート(ギャザーまたはフレアー)、ソックス、タオル、
飲み物

※申込締切はありません。
※大人のみ、子どものみ(保護者付添い)の参加も大歓迎です。
☆申込・お問合せ
ふじさきいきいきスポーツクラブ(スポーツプラザ藤崎内)☎75－3323

「津軽の名人・達人バンク」をご存知ですか

☆日
☆場

時
所

６月８日(土) 午前10時～午後４時
青森地方法務局弘前支局
(弘前市大字早稲田三丁目１番地１)
※ＪＲ弘前駅・城東口から『城東循環100円バス』に乗車し、「城東
タウンプラザ前」のバス停でお降りになると便利です。
☆相 談 料 無料(秘密は厳守いたします)
☆相談内容
土地や建物の登記や遺言に関する問題、供託・戸籍の問題、近隣・
家庭・学校・職場の問題、子どもに関する悩みごとなど
※相談場所が分からない方などもお気軽にお越しください。
☆相 談 者
法務局職員、人権擁護委員、公証人、司法書士、土地家屋調査士
☆お問合せ

青森地方法務局弘前支局総務課

☎26－1150

手作りって楽しいネ！親子でクラフト粘土
子育て支援センターでは、今年も親子で楽しめるクラフト粘土講座
を開催します。世界でたった一つのオリジナル小物を一緒に作ってみ
ませんか。たくさんのご参加をお待ちしています！
☆日
時
☆場
所
☆対 象 者
☆申込締切

５月31日(金) 午前10時30分～正午
地域子育て支援センター(藤崎保育所内)
在宅の未就学児と保護者
５月24日(金)

☆申込・お問合せ

○藤崎保育所
○地域子育て支援センター

75－3305
75ー6131

藤崎町おまけ付き商品券を発行します
藤崎町商工会では、３回目となる「おまけ付き商品券」を下記のと
おり販売します。

｢津軽の名人・達人バンク｣とは津軽地域の文化、芸術、スポーツ、
☆販売期間 ６月１日(土)～(無くなり次第終了)
レクリエーション活動等の生涯学習の振興に寄与するため、さまざま
☆有効期間 ６月１日(土)～10月31日(木)まで
な分野において一芸に秀でた人材を｢津軽の名人・達人｣として登録し、 ☆商品券内容
学校・施設・団体・サークル等で講師・指導者として利用してもらう
○１枚1,000円の商品券11枚を１セット(１冊)で販売します。
ものです。
○お一人様５セットまでとなります。
｢○○を学びたいんだけど、教えてくれる人に心当たりがない…。｣
(代理人による購入はできませんのでご了承ください。)
そんなときは、｢津軽の名人・達人バンク｣で探してみませんか。
○大型店・一般店共通で買物ができます。
○商品券にはダブルチャンスとして、豪華賞品が当たる抽選券(１
☆利用方法
冊につき１枚)が付いています。
○各市町村窓口、公共施設等に設置している登録者名簿、津軽広
域連合ホームページにてご覧になれます。
※詳細については、新聞折込チラシ等でお知らせします。
○希望や目的に応じて、各々で直接連絡を取り、協力を依頼して
☆お問合せ ○藤崎町商工会
75－2370
ください。
○藤崎町商工会常盤支所 65ー3044
○指導・支援の詳細については、利用者と｢名人・達人｣とで話し
合いのうえ、決定してください。
☆講師派遣事業
○この事業は、県域内にある学校、児童施設および福祉施設等が
平成25年度 税務職員採用試験(高校卒業程度)のお知らせ
授業・課外活動・行事・イベント等で｢津軽の名人・達人バンク｣
を利用する際に、講師派遣にかかる謝礼・交通費等を広域連合が
仙台国税局では、バイタリティーあふれる税務職員を募集していま
負担するものです。
す。税務職員は、国の財政を支える重要な仕事を担い、税務署等にお
○利用を希望される団体は、津軽広域連合ホームページから利用
いて、調査・徴収・検査や指導などを行う税のスペシャリストです。
申込書をダウンロードし、必要事項を記入の上、広域連合まで郵
送してください。
☆第一次試験 ９月８日(日)
☆登録方法
☆申込受付期間
○地域のために自分の知識や特技を役立てたいとお考えの方なら
○インターネット申込み(原則) ６月24日(月)～７月３日(水)
誰でも登録することができます。
○郵送・持参申込み
６月24日(月)～28日(金)
※資格・基準は一切ありません。
☆申込書配布場所
○津軽広域連合ホームページから情報登録申込書をダウンロード
最寄りの税務署、仙台国税局人事第二課または人事院東北事務局
し、必要事項を記入の上、申込先までメールまたは郵送してくだ
さい。
※詳しくは下記お問合せ先までご連絡ください。
☆申込・お問合せ
津軽広域連合｢津軽の名人・達人バンク｣係 ☎82－1201
津軽広域連合ホームページ http://tsugarukoiki.jp/

☆お問合せ
○人事院東北事務局
☎022－221－2022
○仙台国税局人事院第二課試験研修係 ☎022－263－1111(内線3236)

